
10 広報 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

未調査 未調査 28.5% 35.0% 70.0%

2,268 2,694 2,803 3,500 6,000

未調査 91.1% 93.1% 94.0% 97.0%

成果指標
と目標値

条例の定める当初の期間内に情報公開
決定した事案の割合(期間内決定件数／

ホームページのアクセス件数(件／日）

区民と共有する区政情報

分野目標

区民は必要な情報の提供が容易に受けられ、、区との情報共有化が進展し、個人情報はその保護
と有用性に配慮して適切に管理されている。

区民が必要な情報を入手できるために様々な広報媒体が整備され、区民生活の利便性が
高まっている。

成果指標

必要な区政情報を入手できるとする区
民の割合

未調査 91.1% 93.1% 94.0% 97.0%

現状と課題

情報公開制度は、情報化の進展や社会環境の変化に機敏に対応した運用が求められる。他自治体
の運用や判例等の動向について情報収集し、制度の適切な運用を適宜図っていく必要がある。

21年度にホームページの再構築により、アクセシビリティの向上を図った。再構築と併せて新た
に導入した地図情報の内容充実や区民と区の双方向コミュニケーション機能の活用を図り、より
魅力あるホームページとなるよう運営していく必要がある。

決定した事案の割合(期間内決定件数／
全請求件数）

区報発行については、Ａ４冊子型や各戸配布への変更により、情報量の拡大と提供方法の改善を
図った。区政情報や区民生活情報のさらなる充実に努めるとともに、21年度から開始した広報番
組やホームページとの連携強化など区報による情報発信を重層的、効果的に展開していく必要が
ある。

21年度にケーブルテレビを活用した中野区広報番組の提供を開始したところであるが、地上波デ
ジタル放送への転換によるデジタルデータ放送への対応等、新たな広報媒体による広報活動を展
開を検討していく必要がある。

連携の内容

成果指標に対する効果

情報公開制度の適切な運用

区民生活に必要な情報がより確実に区民が
入手し、活用できる。読まれるよう紙面内容の充実を図ることはもとよ

り、ホームページや21年度から実施している広報番
組等と連携しながら効果的な広報活動を行う。

情報公開・個人情報保護のこれまでの事例の蓄積や
判例等を参考として一部運用方法を変更するなど、
適切な制度運用を行う。

ホームページの内容の充実重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

説明責任の全うと区民の知る権利の保障と
いう制度の基本理念を徹底し、区と区民の
情報共有を図ることにより、住民自治と開
かれた区政運営が確保される。

ホームページ再構築後の新たな機能等を活用し、区
民と区の双方向コミュニケーションを充実させると
ともに、動画、映像等視覚的な魅力ある情報を増や
す。

連携により期待される効果

連携による成果

連携による実績

分かりやすく魅力的なホームページの実現
により、多くのアクセスが達成できる。

より親しまれ、読まれる「なかの区報」の実現

取り組み

18

203,760

659

21

区民一人あたりコスト(円) 889

19

分野のコスト（決算）（千円）
275,447

20

248,075

795



様式３

広報 （２２年度）

1001

18 19 20 21 22目標 （達成度）

未調査 未調査 28.5% 35.0%

2,268 2,694 2,803 3,500

134 422 375 500

未調査 未調査 未調査 120

区報の掲載内容をさらに充実させ、必要な区政情報が全ての区民に届き活用されている。ま
た、区の魅力を積極的に発信し、区のイメージアップが図られている。

地上波デジタル放送への転換で、今後一層の普及が見込まれるデジタルデータ放送の活用な
ど、新たな広報媒体による広報活動が進められている。

再構築されたホームページでは、地図情報や動画などにより魅力ある情報発信がなされ、ア
クセス件数が増えている。

広告掲載基本方針、広告掲載推進戦略により、各部での広告事業への取り組みが進められて
いる。

成果指標

広報媒体における広告収入金額の伸
び率（１６年度を１００）

必要な区政情報を入手できるとする
区民の割合

ホームページのアクセス件数
（件／日）

皆に届く分かりやすい区政情報

施策目標

ホームページの満足度調査における
不満足件数(年間）

成果指標
と目標値

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 130,000 190,000 190,000

概要

事業２

実績 2,263 2,694 2,803

概要

区報発行については、Ａ４冊子型や各戸配布への変更により、情報量の拡大と提供方法の改善を図っ
た。区政情報や区民生活情報のさらなる充実に努めるとともに、21年度から開始した広報番組やホー
ムページとの連携強化など区報による情報発信を重層的、効果的に展開していく必要がある。

21年度にケーブルテレビを活用した中野区広報番組の提供を開始したところであるが、地上
波デジタル放送への転換によるデジタルデータ放送への対応等、新たな広報媒体による広報
活動を展開を検討していく必要がある。

21年度にホームページの再構築により、アクセシビリティの向上を図った。再構築と併せて
新たに導入した地図情報の内容充実や区民と区の双方向コミュニケーション機能の活用を図
り、より魅力あるホームページとなるよう運営していく必要がある。

ホームページ

中野区公式ホームページ開設が平成9年11月、平成17年4月に全面再構築、平成19年3月に
トップページのリニューアル、平成20年度動画配信開始、平成21年度に全面再構築を行っ
た。

トップページへのアクセス件数（件／日）

区報発行

区政情報を掲載する定期刊行物。19年度から紙面のＡ４冊子型及び各戸配布方式に変更し
た。民間の専門技術を活用し、効率的な編集作業を実現するため委託内容の見直し、改善を
行った。

発行部数

＜主な取組み＞

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

784

18

579

218,588

19

施策のコスト（決算）（千円）

701区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

242,907178,687

20 21

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅳー１
           自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち
　　　おもな取り組み
　　　　皆に届くわかりやすい区政情報の提供



様式３

情報公開 （２２年度）

1002

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

未調査 91.1% 93.1% 94.0%

透明性の高い区政

施策目標

成果指標

成果指標
と目標値

区が保有する情報を公開・提供するための仕組みが確立され、区と区民の情報共有が速やか
に行われている。

条例の定める当初の期間内に情報公
開決定した事案の割合

区が保有する個人情報が適正に管理され、区民の権利利益が保護されている。

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 - 56 50 -

概要

事業２

実績 7 0 2 －

概要

情報化の進展に伴う社会環境の変化及び積極的な情報提供という観点から、運用の一部を見
直すなど、適切な制度運用を図っていく必要がある。

異議申立て件数（件）

情報公開制度

情報公開請求について職員が請求者に説明責任を十分果たし、制度を適正に運用している。

情報公開制度

区政の透明性を確保するとともに、区民に対する説明責任を果たすため「中野区区政情報の
公開に関する条例」に基づき、情報公開制度を運用している。制度に対する区民の信頼を高
め、区政参加の推進を図るため、情報公開決定を迅速に行っている。

情報公開決定延長件数(件）

＜主な取組み＞

現状と
課題

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

103

18

140

29,487

19

施策のコスト（決算）（千円）
28,292

20 21

95区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

43,194

 １０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅳー１
           自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち
　　　おもな取り組み
　　　　皆に届くわかりやすい区政情報の提供

区の計画との関係


